
1ルートＭＡＰ

ニューデリー

アグラ

《5日目》
アグラ訪問

《3日目》
パンタナガル訪問

パンタナガル

《1日目》
成田より

ニューデリーへ

《6日目》
アグラ発

ニューデリー経由にて成田へ



2ホテル・観光案内図

メトロポリタンホテルニューデリー

オベロイ アマーヴィラス アグラ

ジェイピーパレスホテル



3
日程表（エアーインディア５日間コース）

※交通機関、視察先等は変更となる場合がございます。【凡例】ＡＩ＝デアインディア　

朝食
昼食

機内

★ニューデリー市内
小売業視察
（スーパーマーケット、デパート、カーアフターパーツ店）

空路、帰国の途へ【所要時間：7時間40分】
【機内泊】

専用車

AI306

08:00

20:50

ニューデリー滞在

ニューデリー発

9月15日
（水）

4

朝食
昼食

夕食

到着後、陸路パンタナガルへ（238km）所要５～８時間
★TATAモータース　パンタナガル工場
　 低価格車NANO生産工程見学
視察後、ニューデリーへ
ホテルへ

【ニューデリー泊】

専用車05:00

22:00

ニューデリー発
パンタナガル着
パンタナガル発
ニューデリー着

9月14日
（火）

3

機内到着後、解散

～おつかれさまでした～

08:00成田着9月16日
（木）

5

2

1

日
次

朝食
昼食

夕食

★ニューデリー郊外視察
・部品工場SandharTechnologies
・部品用品小売店舗Carnation視察）

★ＡＣＭＡインド自動車部品協会とのミーティング
【ニューデリー泊】

専用車08:00

16:30

ニューデリー滞在9月13日
（月）

機内

夕食

空路、ニューデリーへ【所要時間：8時間25分】

到着後、ホテルへ

【ニューデリー泊】

AI307

専用車

12:00

16:55

成田発

ニューデリー着

2010年
9月12日
（日）

食事摘　　　　　要
交通機

関
現地時

間
発着地/滞在地月日曜



4日程表（エアーインディア７日間コース）

※交通機関、視察先等は変更となる場合がございます。【凡例】ＡＩ＝デアインディア　　

朝食
昼食
夕食

★ニューデリー市内
小売業視察
（スーパーマーケット、デパート、カーアフターパーツ店）

【ニューデリー泊】

専用車終日ニューデリー滞在9月15日
（水）

4

朝食
昼食

夕食

到着後、陸路パンタナガルへ（238km）所要５～８時間
★TATAモータース　パンタナガル工場
　 低価格車NANO生産工程見学
視察後、ニューデリーへ
ホテルへ

【ニューデリー泊】

専用車05:00

22:00

ニューデリー発
パンタナガル着
パンタナガル発
ニューデリー着

9月14日
（火）

3

朝食
昼食

機内

★アグラ市内視察
（小売業視察）
陸路、ニューデリーへ
空路、帰国の途へ【所要時間：7時間40分】

【機内泊】

専用車

AI306

09:00

20:50

アグラ滞在

ニューデリー発

9月17日
（金）

6

機内到着後、解散

～おつかれさまでした～

08:00成田着9月18日
（土）

7

5

2

1

日次

朝食

昼食

夕食

特急列車にてアグラへ
★アグラ近郊世界遺産視察
・タージマハル（世界遺産）
・アグラ城（世界遺産）　など

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【アグラ泊】

列車
専用車

06:15
08:00

ニューデリー発
アグラ着

9月16日
（木）

朝食
昼食

夕食

★ニューデリー郊外視察
・部品工場SandharTechnologies
・部品用品小売店舗Carnation視察）

★ＡＣＭＡインド自動車部品協会とのミーティング
【ニューデリー泊】

専用車08:00

16:30

ニューデリー滞在9月13日
（月）

機内

夕食

空路、ニューデリーへ【所要時間：8時間25分】

到着後、ホテルへ

【ニューデリー泊】

AI307

専用車

12:00

16:55

成田発

ニューデリー着

2010年
9月12日
（日）

食事摘　　　　　要交通機関現地時間発着地/滞在地月日曜



5宿泊ホテルのご案内 《ニューデリー》

METROPOLITAN HOTEL NEW DELIHI
メトロポリタン ホテル ニューデリー

MMETROPOLITAN HOTEL NEW DELIHIETROPOLITAN HOTEL NEW DELIHI
メトロポリタンメトロポリタン ホテルホテル ニューデリーニューデリー

■ホテル施設

■客室設備

Bangra Sahib Rd, New Delhi, 110001

TEL:(011)52500200 FAX:(011)52500300

デリー空港（DEL）まで18ｋｍ。

■総客室数 176室

メトロポリタン ホテル ニューデリー （旧 ザ・メトロポリタン／ホテル・
ニッコー・ニューデリー）は新世紀の最高級ホテルです。インド、ワー
ルドスタンダード、そして日本的なサービスをご提供致します。お客
様は忘れられない思い出をつくる事でしょう。
デリー中心部、コンノートプレイスから約1kmの所に位置する高級
ホテル。レストラン「さくら」では現地在住の日本人にも人気の本格
日本料理を楽しめます。
ロビーは広くはないが高級感が漂い、客室にもエレガントで落ち着
いた雰囲気があり、設備やアメニティも充実。ニューデリー駅から約
1km。インディラ・ガンディー国際空港から約18km、車で約45分。

×その他設備

×日本語設備案内書×冷蔵庫

△ミニバー△テレビ△ヘアドライアー

△電話×目覚時計×空調

×バリアフリー施設

○バー○レストラン○フィットネスルーム×ゴルフコース

×テニスコート○プール×定期観光バス発着×セーフティーボックス

×日本語を話す従業員×ベビーシッター○クリーニング×ルームサービス



6宿泊ホテルのご案内 《アグラ》

JAYPEE PALACE HOTEL
ジェイピー パレス ホテル

JAYPEE PALACE HOTELJAYPEE PALACE HOTEL
ジェイピージェイピー パレスパレス ホテルホテル

■ホテル施設

■客室設備

FATENHABAD ROAD, AGRA 282003 INDIA

TEL:(0562)2330800 FAX:(0562)2330850

ケリア空港（KHERIA AIRPORT：AGR）から10km、タクシー 25分。鉄道 アグラ

カントンメント（AGRA CANTONMENT）駅から8km、タクシー 20分。

■総客室数 350室

アグラの代表的な観光エリアにあり、ムガール帝国様式建築
とモダンな設備が見事に調和したホテル。壮大な25エーカー
の木立に囲まれた散歩道や水しぶきをあげる噴水などがあ
る、見事に設計された庭園を有するホテルには、豊かなム
ガール帝国の雰囲気が漂う。全350室の客室は、エレガント
にまとめられ、エアコン完備で、24時間ルームサービスも。ホ
テル内にはレストランがいくつかあり、インド料理やコンチネ
ンタル料理など、豊富なメニューで楽しめる。最新式の会議
室やビジネスセンターもあり、ビジネスでのご利用にも対応。

インターネットアクセス（全室）○その他設備

×日本語設備案内書○冷蔵庫

○ミニバー○テレビ○ヘアドライアー

○電話△目覚時計○空調

×体の不自由な方向け施設

○バー○レストラン○フィットネスルーム×ゴルフコース

○テニスコート○プール×定期観光バス発着○セーフティーボックス

×日本語を話す従業員×ベビーシッター○クリーニング○ルームサービス



72日目 視察先のご案内

Sandhar TechnologiesSandhar Technologies
車の鍵、ドアハンドル、バックミラーなどの部品や、タイヤやホイー
ルなどの開発を、それぞれの工場で専門的に開発している、インド
では信用度の高い会社です。

Sandhar Technologies
ADD：3, HSIDC Industrial Area, Sector 18, Delhi - Gurgaon Road, 
Gurgaon - 122015 (Haryana), INDIA
TEL：91-124-2340368 FAX：91-124-4012845 
WEB：http://www.sandhargroup.com/

C a r n a t i o nC a r n a t i o n
「ＮＯと言わない」をモットーに、車に関する全てのパーツが一同に
揃う店舗を目指しています。現在は国内各地に10店舗もち、さらに
その枝葉を広げています。

Carnation
ADD：Studio 205, IHDP, Plot No. 7, Sec. 127, Noida, 201301
TEL：(+91)-120-4522222 FAX：(+91)-120-4522201
WEB：http://www.carnation.in/



83日目 視察先のご案内

TATA NANO工場TATA NANO工場
ＴＡＴＡはインド最大の自動車製造会社です。1945年創立で、モッ
トーは「整備に全力を尽くし、部品の生産に全力を尽くし、価格設
定に全力を尽くす」です。
2008年に発売した「ナノ」は当時最も安価な新車価格を打ち出した
ことで世界中の注目を集め、ＴＡＴＡは一躍世界的な企業に上り詰
めました。

TATA 
ADD：Bombay House, 24, Homi Mody
TEL：+91-22-66658282
WEB：http://www.tatamotors.com/

インド市場視察インド市場視察
インドでは近年、食に対する意識が高まっています。
ニューデリー市内にも新たなスーパーマーケットが続々オープンし、
店内では日本でもお馴染みの商品をいくつも見かけることができ
ます。日本とは違い、スーパーマーケットのほとんどが個人営業の
小売店のようなスタイルで、チェーン店はほとんど見かけません。
ベジタリアンの人がほとんどの国であるため、肉・魚は少なく、代
わりに野菜や果物の売り場が広く、見ごたえがあります。

インドのデパートなどは、大抵ニューデリーの中心地である“ニュー
デリー・コンノトプレイス”に集まっています。日本で言う銀座や渋
谷のようなところで、大半のものはここで揃うといわれています。
個人で扱っている店から、大型デパートまであり、インドの市場が
一目で分かります。

インド限定午後の紅茶

みどころ



9見どころ デリー＆アグラ＆バンガロール

首都でイスラム建築の傑作に出会う ムガル帝国の中心地。今も繁栄ぶりが残る

アグラ城
1565年にアクバル帝によって築かれた赤砂岩の
美しいお城です。ここから見るタージ・マハルは間
近で見るのとは違った美しさを感じられます。

タージ・マハール
ムガル帝国第５代皇帝シャー・ジャハーン
が妃ムムターズ・マハルのために建てたお
墓です。22年の歳月を費やして建てられ、
白大理石の、世界一豪華なお墓と言われ
ています。

ニューデリー市内観光

フマユーン廟
ムガール朝第２代皇帝フマユーンのお墓であるフ
マユーン廟は、1993年に世界遺産に登録されま
した。後に建てられたタージ・マハルにも影響を
与えたイスラム建築の傑作と言われています。

クトウブ・ミナール
ウッディーン・アイバクがヒンドゥー教徒に対する勝利を記念して建
てた塔で、高さは72mあります。塔の脇にはインド初のモスクなど
見所が多くあります。フマユーン廟と同じく199３年に世界遺産に
登録されました。

ジャマー・マスジット
イスラムの寺院。溜池で、身を清めるインド人の
姿を見ることができるなど、素のインド人の姿を
感じられる場所。塔の上にも上ることができ、眺
めも良いので観光客には人気の場所のひとつ。

ラール・キラー
レッドフォートとも呼ばれる、その名のとおり赤い色をし
た広い砦。1648年に完成したシャー・ジャハーンの時
代の建設物で、建築には9年の歳月を要した。2007
年、隣の「サリームガル砦」とともに「赤い城の建造物
郡」として、世界遺産指定を受けている。

5日目

ファテープル・スィークリー
アグラの中心地から車で一時間程の郊外
に位置しており、アクバルの理念であるイ
スラムとヒンドゥーの融合された都である。
1.5km×3kmの広大な土地を城壁で囲み、
中に宮廷やモスクが赤砂岩で築かれてい
る。

イディマド・ウッダウラー廟
ムガル時代の墓所で、これもヤ
ムナー河の対岸に位置する。建
物は大きくないものの、芝生の
中央に建てられた大理石が緑に
映えて美しい。この廟に使われ
た大理石の透かし彫り技法は、
のちのタージ･マハルの建設に受
け継がれている。




